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奄美群島日本復帰60周年記念に関連する事業
( 平 成 2 5 年 １ 月 か ら 平 成 2 5 年 1 2 月 )

月 事 業 名 主催又は開催地等
音楽イベント「ネイティブ奄美」（島唄，フォークソング，八月踊り） 大阪

１
日本復帰６０周年記念第５回奄美観光桜マラソン 奄美市
奄美群島日本復帰６０周年記念「和泊町子ども会大会，子ども芸能発表会」 和泊町

２
徳之島ダイエットアイランドシンポジウム 徳之島
日本復帰６０周年記念 定期演奏会 奄美市

３ 第３３回フラワーフェスティバル 和泊町
奄美群島日本復帰６０周年第９６回関西奄美会総会・芸能大会 尼崎
ＮＨＫ「ＢＳ日本のうた」公開録画 奄美市

４ 奄美・横浜・沖縄合同美術展「水の道・海の道 美の交流展」 奄美市
海のカーニバル2013 沖永良部島
奄美群島復帰６０周年記念大会第２３回わんぱく相撲奄美大島場所in喜界 喜界町
奄美市長杯囲碁大会 奄美市
ＮＨＫポコボッテイト小劇場 龍郷町
奄美群島復帰６０周年記念第５６回奄美群島市町村議会議員大会 群島全域
奄美民謡大賞 奄美市

５
福岡ヤフードームで観光交流活性化事業 奄美市
２４時間断食 結いの刻 奄美市
あの日の記憶展 奄美市
奄美群島日本復帰６０周年・嘉義丸慰霊７０年記念「ちゅらさあまみ」映画｢エラブの海｣上映 徳之島町
郷土文化誌「るりかけす」日本復帰６０周年記念特集号を出版 奄美大島
東京日比谷公会堂でヨロン島ファン感謝祭 与論町
琉球・奄美文化交流フェスタ 徳之島町
県美展 奄美関連作家展 奄美市

６ 関西奄美民謡芸能保存会総会・発表会 兵庫県
奄美群島日本復帰６０周年記念第１０回しま興し祭り 喜界町
新川二郎＆たがみジョイントコンサート 徳之島町
第１回近代３種大会ｉｎ奄美 奄美市
６０周年記念ラジオ体操春季指導者講習会 奄美市
奄美群島日本復帰６０周年記念2013奄美シーカヤックマラソンin加計呂麻大会 瀬戸内町
しょうぶ学園「愛のクラフト展」 奄美市
奄美の観光と物産展ｉｎ尼崎 尼崎
東京小田急百貨店で「奄美の観光と物産展」 東京

７ 奄美群島日本復帰６０周年記念第５３回和泊町港まつりサマーナイトフェスティバル・
和泊町

相撲大会・海上競技
日本復帰６０周年記念 ケンムンふぇすた 奄美市，龍郷町
伊仙町夏まつり 伊仙町
第２１回龍郷ふるさと祭 龍郷町
「丸の内朝大学」で「奄美シマ唄クラス」 東京
第５０回奄美まつり 奄美市
奄美群島日本復帰６０周年記念第２１回知名町ふるさと夏まつり 知名町
奄美群島日本復帰６０周年記念第３２回喜界町夏まつり 喜界町
奄美群島日本復帰６０周年記念大会 関西かごしまファンデー 大阪

８ 日本復帰運動リーダー四人展 和泊町
没後十年「孤高の画家木下貴雄遺作展」 奄美市
女性たちの復帰運動を語る会 奄美市
体操フェスティバル 奄美市
第２３回徳之島民謡大会 天城町
６０周年記念ステージ つなぐ島々 奄美市

９ ＴＳＵＭＵＧＵ 新しいステージ 奄美市
自治労県本部第７５回定期大会〈奄美大会〉 奄美市
奄美群島日本復帰６０周年東京奄美会総会・記念式典・文化芸能祭 東京
奄美群島日本復帰６０周年記念復帰関係資料巡回展 与論町
琉球弧文化観光シンポジウム開催 奄美市
本場奄美大島紬大産地まつり開催 奄美市
奄美群島日本復帰６０周年記念第５８回村民体育大会 宇検村
奄美群島日本復帰６０周年記念第５１回町民体育祭 喜界町
奄美群島復帰６０周年記念第５４回町民体育祭 徳之島町

10
奄美群島復帰６０周年記念第５７回町民体育祭 天城町
第５４回町民体育祭 伊仙町
奄美ファンサミット開催 奄美市
第１６回全国闘牛サミットinいせん 伊仙町
奄美群島日本復帰６０周年記念復帰関係資料巡回展 喜界町
第５４回町民体育大会 龍郷町
奄美群島祖国復帰６０周年・奄美連合会創立６０周年記念式典・芸能祭 沖縄県
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月 事 業 名 主催又は開催地等
奄美群島日本復帰６０周年記念第２９回町民体育大会 瀬戸内町
夜ネヤ，島ンチュ，リスペクチュ 奄美市

10
あまみ長寿・子宝フェスタin徳之島 奄美群島全市町村
第３８回奄美市民文化祭 奄美市
奄美群島日本復帰６０周年瀬戸内町記念事業 「昇曙夢と日本復帰運動を語る」シンポジウム 瀬戸内町
伊仙町文化祭 伊仙町
奄美群島日本復帰６０周年記念第３回「文化の日」フェスタ 喜界町
奄美群島日本復帰６０周年記念第２３回知名町生涯学習フェスティバル 知名町
奄美群島日本復帰６０周年記念平成２５年度文化と福祉の祭典 和泊町
第６７回県民体育大会（空手競技）奄美群島日本復帰記念大会 龍郷町
中部奄美会奄美群島日本復帰６０周年記念式典 愛知県
奄美群島日本復帰６０周年記念復帰関係資料巡回展 徳之島
奄美・西陣コラボレ－ション展 復帰還暦メモリアル 奄美市
奄美群島日本復帰６０周年記念式典，祝賀会 群島全域
奄美市群島日本復帰６０周年記念地区ジュニアリーダー等研修会 群島全域
伊仙町駅伝大会 伊仙町
奄美群島日本復帰６０周年記念2013年加計呂麻ハーフマラソン 瀬戸内町
奄美群島日本復帰６０周年記念全国奄美人大会 群島全域
特別記念ライブステージ 民謡日本一唄者の共演 奄美市
第１１回龍音祭 龍郷町

11
奄美パーク文化講演会「さかなクンのギョギョッとびっくりお魚教室ｉｎ奄美パーク」 奄美市
奄美群島日本復帰６０周年記念第５５回九州地区民俗芸能大会 奄美市
町駅伝競走大会 龍郷町
拉致被害者講演会 徳之島町
奄美群島日本復帰６０周年記念復帰関係資料巡回展 沖永良部島
KAM奄美２１シンポジウム 伊仙町
奄美群島日本復帰６０周年記念第１４回知名町産業まつり 知名町
奄美群島日本復帰６０周年記念第５１回和泊町農業祭 和泊町
第３７回伊仙町産業・食の文化祭 伊仙町
与論町町制施行５０周年記念式典 与論町
奄美群島日本復帰６０周年記念式典 鹿児島市
奄美群島日本復帰６０周年記念第１５回宇検村生涯学習大会・第２５回文化祭 宇検村
第１回徳之島町食と農林漁業の祭典 徳之島町
うまいンピック2013 奄美市
島口・島唄の夕べ 奄美市
奄美群島日本復帰６０周年記念イベント 徳之島町
奄美市中学校英語暗唱・弁論大会 奄美市
奄美群島日本復帰６０周年記念シンポジウム 和泊町
奄美群島日本復帰６０周年記念第１９回県ＰＴＡ研究大会 群島全域
奄美群島日本復帰６０周年記念第５４回大島地区駅伝競走大会 喜界町
奄美群島日本復帰６０周年復帰関係資料巡回展 奄美市
奄美群島日本復帰６０周年記念「奄美 美の競演 ファイナルステージ」 龍郷町
奄美群島日本復帰６０周年記念「第２２回奄美市笠利まちおこしフェスティバル」 奄美市
第１２回奄美を描く美術展 喜界町
奄美群島２１世紀の可能性 福岡
福岡奄美会記念式典 福岡
日本復帰記念第３２回大島地区中学校英語暗唱弁論大会 群島全域
奄美群島日本復帰６０周年記念シンポジウム「沖永良部島 シマの宝（地域資源）を活かす」 沖永良部島
情報誌「ホライゾン」３８号発行『奄美群島日本復帰６０周年記念特集－米軍政下の奄美』 群島全域

12 奄美群島復帰６０周年「奄美・沖縄復帰交流座談会」 奄美市
奄美群島日本復帰６０周年記念第５４回南日本１０キロロード通信競技大会 龍郷町
奄美群島日本復帰６０周年記念第６０回大島地区ロードレース大会 龍郷町
奄美群島日本復帰６０周年記念第九演奏会 奄美市
田中一村 写生の世界展 奄美市
南日本新聞，ＭＢＣ共同シンポジウム「奄美復帰６０周年 世界遺産そして未来へ」 鹿児島市
復帰６０周年記念シンポジウム「学び，伝え，連携し～未来へつなげる奄美の魅力」 奄美大島
奄美群島日本復帰６０周年記念 奄美音楽フェステバル 奄美市
やんごクリスマスパーティー 奄美市
奄美群島日本復帰６０周年メモリアルイベント『復帰の灯』 奄美市
奄美群島日本復帰６０周年記念シンポジウム「復帰の力を未来へ」 奄美大島
奄美群島日本復帰６０周年記念式典「泉芳朗先生を偲ぶ」 伊仙町
奄美群島日本復帰６０周年記念式典・クリスマスイベント 和泊町
奄美群島日本復帰６０周年記念第６回「徳之島長寿世界一ウオーキング大会」 伊仙町
長渕剛さん，奄美群島の日本復帰６０周年を記念して「乾杯」の詞画を奄美市に寄贈 奄美市


